
1組 浅見 雄大 草津CC 1組 宮嶋 常夫 レーサムゴルフ
飯島 健之恭 浅見GC 竹之内雄太 日高CC

7:53 大竹 泰輔 我孫子GC 7:53 佐々木 勝也@ –
小野 耕市@ –

2組 張山 浩二 フリー 2組 小川厚 サンヒルズC.C.
KANG Gi Moon フリー 金本康尚 浅見GC

8:00 堺直人　※１ 8:00 田澤 大河

3組 墳崎 啓輔 江戸崎CC 3組 関根大地 浅見GC
高橋 孝治 真名CC 中西龍太朗 フリー

8:07 片山純一 フジゴルフセンター 8:07 石川 翔太 西岡メディカル薬局
西城 裕也@ – 大根　洋隆@ 千葉国際CC

4組 倉 理法 阿見GC 4組 板屋 貴俊 万木城CC
伴 大樹 フリー 栗原一浩 フリー

8:14 四木 洋介 8:14 須貸嘉以 江戸崎CC
立花 吉隆@ サンヒルズＣＣ 田嶋 久敬＠ フリー 

5組 宮川 一男(シニア) – 5組 新田 大輔 フリー
小坂七七子(シニア) ゴルフスタジオ成城 久保田 浩章 ゴルフパフォーマンス

8:21 中西 正一@(シニア) 8:21 門田　弥 JGMゴルフクラブ霞丘コース
八峠 悟@(シニア) 鹿島の杜CC  吉井 兼一@ ゴルフ工房バーン

6組 村居 道浩(シニア) 6組 植竹 利明 メイワビルコン
牟田 脩二(シニア) 長谷川竜一 白水GC

8:28 青木 民也(シニア) 草津CC 8:28 糸永 達司 ジャパンPGAGC
安東 正治@(シニア) – 田中 友也@

7組 山崎慎一(シニア) フリー 7組 田口康祐(シニア) 浅見GC
遠藤 陽一(シニア) ワールドスポーツ 大谷 朗(シニア) JX日鉱トレーディング（株）

8:35 堀切 宗弘@(シニア) – 8:35 篠塚 猛人@(シニア) –
阪本　明大@(シニア) – 藁谷 和一@(シニア)

8組 薄 大勝 フリー 8組 山崎真也 フリー
松岡　啓 京葉CC 池内慧 白水GC

8:42 増田 哲仁(シニア) 8:42 水谷 英喜(シニア) ロイヤルスターGC
櫻井 範幸@(シニア) – 山下 俊治@(シニア) –

9組 吉田　悟 取手桜が丘GC 9組 原 朋希 –
秋田 風真 – 水崎 奎太 富岡倶楽部

8:49 伊丹 健二 大宮ゴルフコース 8:49 柳澤 宏樹@ –

10組 岡野 友和 INTER CROSS 10組 圓田 龍之介 千葉夷隅CC
尾野仁啓 厚木国際CC 浅井 幸彦 –

8:56 大谷 昴 栃ノ木CC 8:56 野口 正雄 フリー
福田 憲道@ – 横山 冬樹@ エージングゴルフスタジオ

11組 秋元幸広 フリー 11組 服部大輔
清水 政志 創造堂 高田聖斗 フリー

9:03 葛西 亮堅 – 9:03 織田 崇裕 太平洋C江南C
広瀬 彰太@ –

12組 檜山 英一郎 レイク相模CC 12組 大野 芳宏(シニア) フリー
長澤 伸哉 – 大野 和良(シニア) フリー

9:10 染谷 朋幸 観音山ゴルフ倶楽部 9:10 中村 勝郁@(シニア)
神山直樹 鳩山CC

13組 古屋 佑佳(女子) – 13組 御子柴 一輝 オリエンタル観光
三浦 真由(女子) – 小島 謙太郎 日光CC

9:17 齋藤和也 梅ノ郷GC 9:17 鶴見大樹 大宮CC
小林 宏行@  JAむつみ 猪狩広大@

14組 佐川和明 静ヒルズC.C 14組 織谷　高至 –
橋爪 晃彦 フリー 荒井雅彦 サザンヤードCC

9:24 相磯太一　※１ 鳩山CC 9:24 中内田 聖也 我孫子GC
鎌田 真彰@ 浅田 史樹 （株）ウッズ

15組 山本太郎　※１ ライザップゴルフ 15組 丹波 久 大栄CC
伊波 雄大 房総CC 神田 大介 フリー

9:31 橋本 隆広 我孫子GC 9:31 佐藤瞬 太平洋C益子C
伊佐 専禄 フリー 加藤俊英 羽川エンタープライズ

16組 増田 将光 双伸ゴルフセンター 16組 金子徳馬 アローエースGC
阿部 大輔 株式会社エレナ 菅間隆夫 西大宮ゴルフガーデン

9:38 篠 優希 日本ウェルネススポーツ大学 9:38 村上 哲弥 コスモサウンド
松井 弘樹 我孫子GC

17組 高野 欣也 – 17組 工藤 潤 Alpico group 蓼科高原CC
石丸 雄大 フリー 中川 叶唯 矢坂CC

9:45 村上 貢 – 9:45 笠井優希
高橋 直也 – 小椋公輔 ゴルフファン長岡

18組 柳澤 誠司 やすらぎ介護 18組 阿部 真俊 フリー
本木 利明 オリムピックスタッフ足利Ｃ 奥富基喜 カゴハラゴルフ

9:52 上野 晃紀 フリー 9:52 大原 俊之 フリー
岡田壮広 伊香保国際CC

19組 矢島篤 太田双葉CC 19組 佐藤 宇紘 フリー
樫本 剛平 – 高橋 慧 –

9:59 大貫 捗太朗 フリー 9:59 斉藤 慎 スカイウェイCC
遠藤彰　※１ 谷浦祐治　※２

※１　　　　協賛企業シード枠
※２　　　　DOCUS OPEN 2017優勝者
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